令和２年度

事 業 報 告

令和 ２ 年 ４月 １ 日から
令和 ３ 年 ３月３１日まで

公益財団法人新潟市スポーツ協会
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Ⅰ
１

公益目的事業
講習会・研修会事業

（決算額：２６６，１１０円）

市民が運動を通して健康づくりに関する取り組みの一助とする機運を醸成するととも
に本市の競技力向上向けてのスポーツ人口の増大や底辺の拡大を図るなど、競技種目指導
者の育成を実施した。
（１）市民スポーツ講習会

（体験会等推進事業）

（１６９，０００円）

スポーツの普及振興を目的に多くの子供たちからスポーツに親しんでもらうため、各
種スポーツの体験教室等を通じて、スポーツの裾野を広げることを目的に開催した。
・開催日：１０月４日（日）／ 開催場所：新潟市陸上競技場
・実施加盟団体：陸上、ラグビーフットボール、相撲、ウエイトリフティング
・参加者数：９３人
・開 催 日：１０月３１日、１１月１日／ 開催場所：やすらぎ堤
・実施加盟団体：スキー（インラインスケート教室）
・参加者数：２８人
・参加対象者：幼児から小学生
市民健康づくり教室

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

・開催日：令和３年３月中旬
（２）スポーツ指導者研修会

（９７，１１０円）

柔道整復師・スポーツトレーナーの「中村

公昭」さんを講師に迎え、身体（骨）の

構造等に関することなどについて学んだ。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンライン（ｚｏｏｍ）により
実施した。
テーマ「スポーツ指導現場におけるケガの対処法について」
・開催日：令和３年３月７日（土）
・開催場所：市陸上競技場

オンライン（ｚｏｏｍ）

・参加者数：１２名（参加対象者：ジュニアスポーツクラブ指導者・保護者等）
２ 主催・共催事業(スポーツ大会等) （決算額：１，５５０，９２２円）
当協会および新潟市・加盟団体・各実行委員会が主催・共催となり、スポーツを通して
市民の健康増進と競技水準の向上を図ることを目的に、市内の体育施設にて、各種スポー
ツ大会を開催した。
（１）市民総合体育祭

（４７７，４００円）

スポーツを通じた市民の健康増進と競技力の向上を目的とし、主管する加盟競技団体
に助成を行い、各種目のスポーツ大会を開催した。なお、新型コロナウイルス感染症の
影響により、春季はトリットボールのみの開催となった。
・参加競技数：春季１種目、秋季２１種目
・開催期間：春季４月～７月、秋季８月～１１月、３月
・開催場所：新潟市陸上競技場他 市内体育施設

・参加対象者：市民
・参加者数：３，９２５人
（２）市民サッカー大会

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】（２９９，８８７円）

サッカー大会の開催を通して、市民の一層の健康づくりとスポーツ振興を図ることを
目的に開催する。
・開催期間：６月７日（日）～７月１８日（土）
・開催場所：新潟市鳥屋野運動公園球技場

他

・参加対象者：市民
・参加申込数：５９チーム
（３）市民綱引き大会

７８０人

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

（０円）

冬期間の運動不足解消と綱引きの普及・振興を目的に、地域スポーツの振興と市民相
互の親睦を図るため開催する。
・開催日：令和３年２月２１日（日）
・開催場所：新潟市鳥屋野総合体育館
・参加対象者：市民
・参加者数：０人
（４）市民親善ゴルフ大会

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

生涯スポーツの一環として、ゴルフを通して市民の健康増進および参加者相互の親睦
を図ることを目的に開催する。
・開催日：７月１１日（土）
・開催場所：夏季

新津ＣＣ

・参加対象者：市民
・参加者数：０人
（５）スポーツ体験フェスタ２０２０

（７４３，６３５円）

市民が気軽にスポーツを体験することにより、新たなスポーツ人口の発掘・底辺拡大
を目的に、スポーツレクリエーションイベントを開催した。
・開催日：１０月４日（日）
・開催場所：新潟市陸上競技場
・実施種目：親子ヨガ教室・アクティブチャイルドプログラム（ＪＳＰＯ推奨：運動遊び）
陸上・ラグビーフットボール・相撲・ウエイトリフティングの各体験教室
新潟市スポーツ少年団交流事業：たすきリレー１０㎞マラソン
・参加対象者：市民
・参加者数：６００人
（６）イベント等開催支援

（３０，０００円）

①新潟市早起き野球大会

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

早起き野球を通して、市民がスポーツに親しみ、参加者相互の親睦を図り豊かな社会
生活の増進に寄与することを目的に開催する。
・開催日：５月１７日（日）～７月２６日（日）
・開催場所：新潟市鳥屋野運動公園野球場他

・参加対象者：市内在住又は市内に勤務する者、
市内に在学の大学生、専門学校生、定時制高校生
・参加者申込数：１１３チーム

２，２６０人

②少年少女スポーツ大会
夏休み期におけるスポーツ活動を通して、児童の心身の健康づくりと児童相互の親睦を
図ることを目的に開催する少年少女スポーツ大会に共催事業として支援助成を行った。
・開催日：８月２２日（土）～９月２７日（日）
・開催場所：新潟市陸上競技場、新潟市鳥屋野総合体育館他
・実施種目：野球、サッカー、バレーボール
・参加対象者：市内児童
・参加者数：１６４チーム

２，１５５人

③２０２０新潟シティライド

【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

自転車を活用し市民の健康維持・増進、交流人口の拡大を図ることを目的に開催する。
・開催日：６月７日（日）
・開催場所：新潟市陸上競技場発着コース
ロングライド（市内８区巡り１２０㎞）、ミドルライド（中央区～西蒲区７０㎞）
ショートコース（新潟島～鳥屋野潟３３㎞）
・参加対象：小学生以上
・参加者数：０人
④新潟シティマラソン 10,000ｍタイムトライアル （新潟シティマラソン代替イベント）
萬代橋や柾谷小路などの市街地や、新潟ならではの水辺を望みながら走る日本陸連公
認コースで開催し、新潟の魅力発信や市民の健康増進・交流人口の拡大を図ることを目
的に開催をする。新型コロナウイルス感染症の影響により代替イベントの開催となった。
・開催日：１０月９日（金）～１１日（日）
・開催場所：新潟市陸上競技場
・参加対象者：新潟県内在住
・参加者数：４７４人
３

強化事業

（決算額：８，８４０，０００円）

新型コロナウイルス感染症の対策を講じながら市内ジュニア選手の競技力向上を目的
に、加盟団体と連携を図りながら将来有望な選手の育成に取り組んだ。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一部団体では強化活動の中止や縮小等
で活動自粛を余儀なくされた。
（１）ジュニア強化（５，９００，０００円）
スポーツ振興と競技水準向上のために、ジュニア強化事業に関わる経費を助成し、計画
的・継続的な強化練習等を行うことでジュニア層の育成・強化等の事業に寄与した。
・実施種目：加盟２７競技団体
・実施期間：通年

（２）にいがたスーパージュニア育成事業（２，２５０，０００円）
オリンピックや国際大会等で活躍する選手の輩出に向け、全国トップレベルで活躍して
いる選手・コーチを「にいがたスペシャルコーチ」として委嘱し、より一層のジュニア強
化を図る。なお、各団体の主な指導者は次のとおり。
・実施種目：ボクシング
柔

道

バドミントン
（３）目指せオリンピック！医科学サポート事業（６９０，０００円）
選手強化の現場における傷害予防・コンディショニング調整を目的に、本協会が実施す
る「にいがたスーパージュニア育成事業」に新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター
の活用やスポーツトレーナー等の派遣を行い、競技力向上を図った。
４

スポーツ少年団事業

（決算額：７，７００円）

スポーツ少年団活動の目的達成のために、スポーツ少年団の普及、育成及び活性化を図り
青少年の健全育成に資するため支援した。
（１）スポーツ少年団育成
スポーツ少年団の普及と育成および活性化を図り、青少年の健全育成に資するため、登
録受付や大会等の事業を行った。
・登録期間：４月～８月
・登録者数：少年団：１１６団

指導者：４３７人

団員：１，６９９人

・下越地区連絡協議会委員総会：４月（書面決議）
・新潟市スポーツ少年団交流事業
１０月４日

たすきリレー１０㎞マラソン（再掲）

・新潟県スポーツ少年団軟式野球交流大会新潟地区予選会および地区代表戦

（開催中止）

・地区スポーツ大会の開催等：通年
５

助成事業

（決算額：０円）

スポーツの普及・振興ならびに、その健全な発展を図ることを目的としたスポーツ大会に
要する経費の一部を支援する。
（対象：加盟団体主催若しくは主管として運営する新規事業等）
６

表彰事業

（決算額：２０，９００円）

年間を通して顕著な成績をおさめたジュニア競技者を表彰した。
このたびのジュニア優秀競技者表彰については、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
各種全国大会等が中止となったため、今回はフィギュアスケート（小学生）
・スポーツクライ
ミング（高校生）の２競技種目２人となった。
（１）ジュニア優秀競技者表彰
将来あるジュニア競技者で顕著な成績をおさめた者を表彰し、さらなる活躍ならびにジ
ュニア層の発展及び競技力の向上に資することを目的とする。

・開催日：令和３年２月２６日（金）
・開催場所：市庁舎
・表彰対象者：顕著な成績をおさめた小学生から高校生
中井

亜美（フィギュアスケート／女池小学校）

栗田

湖有（スポーツクライミング／東京学館新潟高校）

２競技種目２人

（２）スポーツグランプリ表彰……該当者なし
アマチュアスポーツ界で最も活躍し、話題を提供した個人または団体に対して栄誉を
たたえ、さらなる活躍と本市のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
（３）賛助会員への感謝状・功労賞‥‥‥該当者なし
当協会の趣旨に賛同され長年にわたり、協力いただいている賛助会員を表彰する。
７

国際交流事業

（決算額：０円）

スポーツによる国際交流は、諸外国との相互理解と友好親善の促進に大きな役割を果たす
とともに、競技力の向上とスポーツ振興に寄与することから、後援・助成をする。
（１）国際ユースサッカーin 新潟(後援) 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
２００２ＦＩＦＡワールドカップ開催の誘致に向け、１９９７年から新潟県サッカー
協会等主催で開催している。
・開催日：９月２０日（土）～２２日（月）
・開催場所：デンカビッグスワン他
・参加年齢：Ｕ１７歳以下の代表
・参加チーム：海外２チーム、日本代表、新潟県選抜の４チーム
（２）日韓交流少年サッカー親善試合(共催) 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
２００２ＦＩＦＡワールドカップ日韓開催を契機に、新潟市と韓国のウルサン市との間
で少年サッカーの親善試合を実施している。
なお、令和２年度については、親善試合を開催せず７月下旬に両市の関係者による事前
協議を行う予定としていた。
８

広報活動事業

（決算額：６０５，０００円）

当協会および加盟団体等の取り組みや活動内容について、スポーツの普及・振興ならびに
市民から関心や理解を得るために、広報誌の発行やホームページによる情報発信を行った。
（１）広報誌「躍動」の発行
スポーツの普及・振興を目的とし、加盟競技団体等の活動、活躍している選手や当市の
スポーツニュースを紹介する。なお、作成にあたり紙面構成をリニューアルし発行した。
・発行時期：２月上旬
・発行部数：２，５００部
・配 布 先：加盟競技団体、市体育施設、政令指定都市スポーツ協会ほか
（２）ホームページ掲載
・各種イベント、市民総合体育祭の開催告知や提出書類等の掲載
・「栄光の記録」の掲載（年２回）

９

区スポーツ協会支援事業

（決算額：４，３４０，０００円）

各区のスポーツ普及・振興を図ることを目的とした区スポーツ協会の事業運営に要する経
費を事業内容に適した補助金を交付して支援を行う。
なお、各区の補助金及び主な事業は次のとおり。
（１）区スポーツ協会主要事業
北

区

７００，０００円

エンジョイスポーツ in 北区 他

②

東

区

４２０，０００円

ジュニア技術講習会

③

中央区

３５０，０００円

会長杯少年野球交流大会

④

江南区

５００，０００円

ソフトボール大会

⑤

秋葉区

３５０，０００円

各種スポーツ振興大会

⑥

南

区

５００，０００円

ハーフマラソン

⑦

西

区

３５０，０００円

会長杯少年野球大会

⑧

西蒲区

１，１７０，０００円

Ⅱ

①

他
他

他
他

他
他

角田山一周ハーフマラソン

他

法人事業
１

会

議

（１）理事会
書面決議 ５月１４日（木）内
１月２２日（金）

容：事業報告書、収支決算書等の承認、理事等選任

：ジュニア優秀競技者及びスポーツグランプリ・特別賞の
被表彰者の審議・決定

３月

５日（金）

他

他

：事業計画書、収支予算書等の決議

他

臨時理事会
書面決議 ６月１８日（木）
８月１９日（水）

：役員選定、専門委員会委員選出
：事務委託に伴う利益相反取引

（２）評議員会
書面決議 ５月２８日（木）
３月２５日（木）

：事業報告書、収支決算書、理事補欠選任

他

：事業計画書、収支予算書、監事補欠選任の承認

他

（３）専門委員会
■普及・広報委員会
１０月３０日（金）

：正・副委員長選出
広報誌「躍動」の概要検討

他

広報誌編集適宜開催
■総務委員会
１１月

６日（金）

１２月２４日（木）

：正・副委員長選出、表彰
：ジュニア優秀競技者及びスポーツグランプリ選考

他

■財務委員会
１２月１１日（木）内

容

２月２６日（金）

：正・副委員長選出、出捐金の寄付

他

：令和２年度決算見込み及び令和３年度予算（案）

他

■育成・強化委員会
１０月２９日（木）
２月２４日（水）

：正・副委員長選出、ジュニア強化事業

他

：ジュニア強化事業実施団体ヒアリング、助成金

他

（４）市スポーツ協会役員・区スポーツ協会代表者合同懇談会
【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】
内

容：区スポーツ協会事業紹介、情報交換会

開催日：１月２２日（金）
場

所：市内ホテル

（５）政令指定都市スポーツ協会研究協議会 【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

Ⅲ

内

容：各都市提案に関する研究及び協議・情報交換会

期

日：１０月１５日（木）～１６日（金）

場

所：札幌市

他

市内ホテル

収益事業等
豊山新潟後援会の設立に伴い、後援会より事務の受託を受け、会員募集・受付などの
運営業務を行った。

